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相談室の入り
口に看板を設
置しました

▲

開所セレモニーを行いました
１０月１日、総合保健福祉センター「かがやき」
で、子育て世代包括支援センターの開所セレモ
ニーを行いました。
セレモニーでは、相談室入り口に看板が掲げら
れた後、綿引副市長から「さらなる子育て支援の
充実に向けてス
タートを切ること
ができた」とあい
さつがありまし
た。
その後、相談に
訪れた保護者は
「気軽に相談でき
る場所があってと
ても良いと思う。
これからも利用し
たい。」と話してい
ました。

利用案内
場 所：総合保健福祉センター「かがやき」

（常陸大宮市北町３８８－２）
開 設 日：月曜日～金曜日

（土・日・祝日・年末年始はお休み）
開設時間：午前８時３０分～午後５時１５分
電話番号：０２９５－５８－７７８０
ホームページ：www.city.hitachiomiya.lg.jp
メールアドレス：houkatsu@city.hitachiomiya.lg.jp

▲相談室でゆっくりとお話をうかがいます

子育て世代包括支援センターとは
市内にお住まいの妊産婦、子育て中の保護者や

その家族に対して、子育てに関する様々な情報の
提供や相談業務を行います。
妊娠期から子育て期にわたって、母子保健コー

ディネーターや子育てコンシェルジュが中心とな
り、保健師・管理栄養士・助産師や関係機関が連
携して、切れ目のない支援を行います。

センターの愛称「ぬくもり」に
思いを込めて

Ｎ－なんでも話せる場所
Ｕ－うまれるまでの母子の
Ｋ－こころもからだも健康に
Ｕ－うまれたあとの母子を
Ｍ－みんなで
Ｏ－応援します
Ｒ－連絡し合って
Ｉ－いっしょに育もう
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左から、及川さん、梶さん（子育てコンシェルジュ）、
青木さん、塩野さん（母子保健コーディネーター）

▲

Ｑ：この仕事に就いたきっかけは？
梶 長年保育士などを経験してきて、新しい仕事に挑戦したいという思いがありまし
た。でも保育士は子育てのプロというプレッシャーもあります。

塩野 私も病院勤務が長かったので、新しい場所で経験を活か
したいという気持ちがあって。それにいろいろな職種の
人が協力し合って支援するというのも良いですね。

及川 私は障がい児支援の仕事をとおして保護者と関わっていくうちに、子育て支援
事業に携わりたいと考えるようになりました。悩んでいるお母さんの相談に乗
りたいと思っています。

梶 ４人で情報を共有すること。相手の良い所を見つけて相手
の気持ちに寄り添っていきたいと思います。

塩野 話しやすい雰囲気作りは大切ですよね。

及川 常に聞く姿勢を持って、思いをはきだせる場所というのも大事。

青木 相談室は駆け込み寺のようなもの。気持ちを落ち着かせて、ゆっくり話がで
きるといいですね。

一人で悩まず、気軽にどんなことでも、まずは一度来てみてください。
良いことは分かち合い、困った時は一緒に考えましょう。お待ちしています。

Ｑ：相談を受ける時、心がけていることは？

Ｑ：妊娠・子育て中の保護者へ一言

青木 私は今年２月に事業所の健康管理の仕事を退職し、ゆっくり仕事を探そうと
思っていた矢先にセンターの開設を知り、心が動いたんですよね。縁を感じま
す。

妊娠・出産・子育てに
悩んでいませんか？

私たち４人が全力でサ
ポートします。

４４４人ににインタビュインタビュー４人にインタビュー
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市税
50億2,677万円（21.5％）

（63.8％）

自
主
財
源依

存
財
源

（36.2％）233億6,778万円
（100％）

繰越金
14億6,522万円（6.3％）

繰入金
9億5,821万円（4.1％）

使用料手数料
1億9,972万円（0.9％）

諸収入
4億3,607万円（1.9％）

その他
3億5,720万円（1.5％）

その他
12億340万円（5.0％）

地方交付税
80億3,440万円（34.4％）

国庫支出金
24億9,299万円
（10.7％）

市債
19億6,013万円
（8.4％）

県支出金
12億3,367万円（5.3％）

平成２９年度一般会計・特別会計及び企業会計の決算が、市
議会９月定例会で認定されました。市民の皆さんに納めてい
ただいた税金や国・県からの補助金などがどのように使われ
たのかをお知らせします。
平成２９年度は、歳入については、固定資産税が新築家屋分

で増額となり、法人市民税についても景気の回復などから増
額となるなど、市税が前年度より増額となりました。一方
で、普通交付税については、合併算定替特例措置の縮減等に
より減額となる厳しい財政状況ではありましたが、国県補助
金及び市債等の活用により所要の財源を確保しました。
歳出については、地域の特性を生かした地域づくりを推進

するための地域創生まちづくり事業や地域創生基金の創設、
移住・定住促進として、子育て世帯等の住宅取得奨励金、結
婚祝い金の贈呈、同窓会支援事業、地域活性化のため地域お
こし協力隊の活用、友好都市との交流事業、高齢者の運転に
よる交通事故の抑制を図るための高齢者運転免許証自主返納
支援事業のほか、２０２０年オリンピック・パラリンピック東京
大会開催でのパラオ共和国選手団事前キャンプの基本合意書
締結と、同国からの研修生の受け入れ、子育て支援を目的と
した民間保育所施設整備に対する補助、乳児育児用品の購入

に対する助成、婚活イベントの開催などの結婚応援事業、特
定不妊治療費の一部助成、地域医療確保のため常陸大宮済生
会病院に対する運営費等の補助を実施しました。
さらに、拡大するイノシシによる農作物の被害を防止する
ため有害鳥獣捕獲事業、新たに創業する方への支援助成、城
里町との連携による御前山・那珂川観光強化事業のほか、常
陸大宮駅周辺整備事業、宇留野圷橋及び辰ノ口橋の耐震補強
工事を実施しました。
このほか、災害に備えた防災ガイドブック及び広域避難計
画避難経路図の全戸配布、防災行政無線デジタル化、児童の
安全確保を目的として小学校への防犯カメラ設置、第二中学
校屋内運動場改築工事、市の歴史・文化などを調査研究する
市史編さん事業、学校給食センター整備にあたっての予定地
内地形測量など多岐にわたる事業を実施しました。
一般会計の歳入決算額は２３３億６，７７８万円、歳出決算額は

２２１億８，２４１万円で、歳入歳出差引残額は１１億８，５３７万円とな
りますが、翌年度に繰り越した事業に充てる財源として
６，５２５万円を差し引いた実質収支額は１１億２，０１２万円となりま
す。

差引（Ａ－Ｂ）歳出（Ｂ）歳入（Ａ）会計名
３億７４５万円５５億７１１万円５８億１，４５６万円事 業 勘 定国民健康保険 １，１５９万円１億７，０５９万円１億８，２１８万円診療施設勘定
５，６８４万円８億１０６万円８億５，７９０万円公 共 下 水 道 事 業
７，５５９万円９９５万円８，５５４万円公 営 墓 地
３，４２８万円５億２，９９７万円５億６，４２５万円農 業 集 落 排 水 事 業

１億５，７４３万円４９億５，３６４万円５１億１，１０７万円介 護 保 険
３１万円７０７万円７３８万円宅 地 造 成 事 業

１１８万円４，７８１万円４，８９９万円戸 別 浄 化 槽 整 備 事 業
３５７万円６，５３０万円６，８８７万円温 泉 事 業
１１６万円４億８，７３１万円４億８，８４７万円後 期 高 齢 者 医 療
７６万円７万円８３万円那 珂 地 方 公 平 委 員 会

１億３，８４８万円１２億８，５４０万円１４億２，３８８万円収 益 的 収 支上 水 道 事 業 ▲３億４，６９９万円６億９，２５５万円３億４，５５６万円資 本 的 収 支
４億４，１６５万円１４５億５，７８３万円１４９億９，９４８万円合 計

※上水道事業会計の資本的収支の差引▲３億４，６９９万円（不足額）は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留
保資金で補填しました。

平成29年度特別会計・公営企業会計決算額

８．６％２０億２，３３１万円市 民 税
１１．１％２５億９，３１５万円固定資産税
０．６％１億３，８９６万円軽自動車税
１．１％２億５，０８４万円た ば こ 税
０．１％２，０５１万円入 湯 税

平成29年度 決算報告平成29年度　決算報告平成29年度 決算報告
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221億8,241万円
（100％）

民生費
64億9,703万円
（29.3％）

公債費
26億3,510万円
（11.9％）

公債費
26億3,510万円
（11.9％）

公債費
26億3,510万円
（11.9％）

総務費
32億6,231万円
（14.7％）

総務費
32億6,231万円
（14.7％）

教育費
24億5,890万円
（11.1％）

教育費
24億5,890万円
（11.1％）

教育費
24億5,890万円
（11.1％）

土木費
16億4,474万円
（7.4％）

土木費
16億4,474万円
（7.4％）

土木費
16億4,474万円
（7.4％）

商工費
4億1,554万円
（1.9％）

諸支出金ほか
10億9,641万円
（4.9％）

農林水産業費
11億3,501万円
（5.1％）

衛生費
18億492万円
（8.1％）

衛生費
18億492万円
（8.1％）

衛生費
18億492万円
（8.1％）

消防費
12億3,245万円（5.6％）
消防費
12億3,245万円（5.6％）
消防費
12億3,245万円（5.6％）

≪諸支出金ほか≫
基金積立、議会等に係る費用
◆財政調整基金積立
◆都市施設等整備事業基金積立
◆市債管理基金積立など

≪商工費≫
商工振興に係る費用
◆商工会助成事業
◆企業誘致推進事業
◆観光振興対策事業
◆観光施設管理事業など

≪農林水産業費≫
農道・林道整備や農林水産業振興
等に係る費用
◆土地改良事業等による農道・排
水路整備

◆林道整備事業
◆農業委員会費
◆農業振興対策事業
◆有害鳥獣捕獲事業
◆木造住宅建設助成事業など

≪消防費≫
消防団運営、消防施設等の整備に
係る経費
◆消防水利（防火水槽・消火栓）
整備事業

◆消防機械器具置場整備事業
◆消防ポンプ自動車購入事業
◆防災行政無線デジタル化整備事
業

◆災害対策事業など

≪土木費≫
道路・橋梁整備、公営住宅管理等
に係る費用
◆市道・橋梁整備事業
◆公営住宅、公園等管理事業など

≪民生費≫
障害者・高齢者福祉、保育所費等
に係る費用
◆障害者自立支援事業
◆保育所費、延長保育実施助成
◆老人医療給付事業
◆児童手当
◆生活保護事業
◆医療福祉費
◆児童扶養手当
◆防犯対策事業など

≪総務費≫
全般的な管理、徴税、地域振興等
に係る費用
◆市内循環バス運行事業、予約制
乗合タクシー運営事業

◆区運営費
◆定住促進事業
◆徴税対策費、選挙費
◆財産管理費、支所管理費
◆情報系システム管理費
◆地域創生基金積立など

≪教育費≫
小・中学校・幼稚園管理費、生涯
学習・スポーツ振興等に係る費用
◆小中学校校舎等の環境整備、備
品の充実

◆小中学校通学対策事業
◆第二中学校整備事業
◆小学校英語指導員、中学校英語
指導助手配置事業

◆中学生海外研修事業
◆青少年育成事業、文化センター・
図書情報館、公民館、歴史民俗
資料館管理運営費

◆文化財保護費、市史編さん事業
◆スポーツ教室開催事業
◆体育施設管理費
◆学校給食センター運営費など

≪衛生費≫
保健衛生、広域聖苑管理運営、ごみ収
集等に係る費用
◆健康診査、各種予防接種事業
◆常陸大宮済生会病院運営安定化支援
◆広域聖苑管理運営費
◆大宮地方環境整備組合負担金
◆ごみ収集委託など

≪公債費≫
過去の借入金の返済等に係る費用
◆元金償還
◆利子償還

現在高区分
６４億４，６６５万円合 併 特 例 事 業 債

一
般
会
計

３１億９，３５４万円過 疎 対 策 事 業 債
１０６億６，３５４万円臨 時 財 政 対 策 債
５０億７，０３４万円そ の 他

２５３億７，４０７万円一 般 会 計 計 Ａ

５４億２，９７５万円※Ａから地方交付税算入
分を除いた市債残高

１億７１万円国 保 診 療 施 設 勘 定

特
別
会
計
・
企
業
会
計

３１億９，０３８万円公 共 下 水 道 事 業
２億２，６１５万円公 営 墓 地
２９億７，１７０万円農 業 集 落 排 水 事 業

２６１万円宅 地 造 成 事 業
１億２，２６０万円戸 別 浄 化 槽 整 備 事 業
２億７，２２０万円温 泉 事 業
３７億４，５３５万円上 水 道 事 業

１０６億３，１７０万円特 別 会 計 等 計 Ｂ

６７億４４７万円※Ｂから地方交付税算入
分を除いた市債残高

３６０億５７７万円合計（Ａ＋Ｂ）

１２１億３，４２２万円※合計（Ａ＋Ｂ）から地方交付
税算入分を除いた市債残高

※印の区分は、市債のうち合併特例事業債や過疎対策事業債な
ど、毎年度の元利償還額の一部を地方交付税で補填される市債
があり、それらの市債の残高から補填される金額を除いて実際
に市が負担する見込み額です。

平成29年度末市債の現在高

１世帯当たり１人当たり区分
２８４，８３５円１１７，８９７円市 税 負 担 額

１，２５６，９３６円５２０，２６２円歳 出 額
※上記の金額は、平成３０年３月３１日現在の住民基本台帳人口と世帯数
（４２，６３７人，１７，６４８世帯）を用いて算出しています。

市民の皆さんの市税負担額と市の歳出額

■問い合わせ■ 財政課 財政グループ 緯52‐1111（内線376）

１世帯当たり１人当たり区分
６３万円２６万１千円積 立 基 金基

金 ７万円２万９千円定 額 運 用 基 金
７０万円２９万円合 計

１４３万８千円
（３０万８千円）

５９万５千円
（１２万７千円）一 般 会 計

市
債

６０万２千円
（３８万円）

２４万９千円
（１５万７千円）特別会計＋企業会計

２０４万円
（６８万８千円）

８４万４千円
（２８万４千円）合 計

※上記の金額は、平成３０年３月３１日現在の住民基本台帳人口と世帯数
（４２，６３７人、１７，６４８世帯）を用いて算出しています。
また、市債の「１人当たり」及び「１世帯当たり」の（ ）書きの
金額は、地方交付税で補填される金額を除いた額になります。

市民１人当たり・1世帯当たりの基金及び市債の現在高



広報 常陸大宮 平成３０年１０月号６

財政用語が難しかったり、金額の桁数が大き過ぎて実感がわかないと言われることが多いので、市の
財政状況を身近に感じていただけるように、一般会計の決算規模を５０００分の１に縮小して『ひたまるさ
んちの家計簿』に例えて表現してみました。
市の財政と家庭の家計簿では仕組みが違い、完全な置換えが難しいところが多々あることをご了承く

ださい。

収 入

比較増減H２８家計の収入H２９家計の収入歳入区分（目的別）収入費目

１万円１１８万円１１９万円
市税・分担金及び負担
金・使用料及び手数料
など

給料

▲１４万円２７３万円２５９万円地方交付税・各種交付
金・国県補助金など実家からの援助

１万円１万円２万円財産収入など不動産収入

▲５万円４４万円３９万円市債銀行などからの借入金

▲５万円２４万円１９万円繰入金貯金の取崩し

▲８万円３７万円２９万円繰越金前年度からの繰越金

▲３０万円４９７万円４６７万円１年間の収入合計

支 出

比較増減H２８家計の支出H２９家計の支出歳出区分（性質別）支出費目

－７５万円７５万円人件費食費

▲２万円６８万円６６万円物件費電気・水道代などの日
常生活費

－７３万円７３万円扶助費医療費・介護費用など

１万円５２万円５３万円公債費ローンの返済

－３万円３万円維持補修費家・車の修理代など

▲２万円４５万円４３万円補助費等区会費・お祝金など

▲８万円５９万円５１万円繰出金子どもへの仕送り

▲１８万円６４万円４６万円投資的経費（普通建設
事業費・災害復旧費）

家の増改築・車の購入
代など

－１万円１万円投資及び出資金・貸付
金など友人への融資

５万円２８万円３３万円積立金貯金

▲２４万円４６８万円４４４万円１年間の支出合計

▲６万円２９万円２３万円次年度への繰越金（収入－支出）

ひたまるさんちの
家計簿



広報 常陸大宮 平成３０年１０月号７

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律（財政健全化法）」に基づき、平成２９年度の健全化判断比率・資金
不足比率を公表します。

財政健全化法は、地方公共団体の財政の健全性に関する指標の公表制度を設け、その比率に応じて財政の早期
健全化及び財政の再生、公営企業の経営の健全化を図るための必要な対策を実施することにより、地方公共団体
の財政破綻を未然に防ぐことを目的としています。
早期健全化基準を超えた場合は財政健全化計画を、資金不足比率が経営健全化基準以上になった場合は経営健

全化計画を定めることになります。
平成２９年度決算に基づき算定された常陸大宮市の健全化判断比率及び資金不足比率は、以下のとおりすべての

指標において基準値を下回り健全性を維持しました。

常陸大宮市の健全化判断比率・資金不足比率常陸大宮市の健全化判断比率・資金不足比率常陸大宮市の健全化判断比率・資金不足比率
平成29年度

汚 甥遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠健全化判断比率

備考財政再生
基 準

早期健全化
基 準

健 全 化
判断比率指標名

普通会計※２の赤字を標準財政規模※３と比較した
ものです。２０．００％１２．８７％－※１実 質 赤 字 比 率

市の全ての会計の赤字や黒字を合算し、標準財政
規模と比較したものです。３０．００％１７．８７％－連結実質赤字比率

特別会計や一部事務組合等も含めた市の実質的な
公債費を、標準財政規模と比較した３か年の平均
値です。

３５．０％２５．０％７．５％実質公債費比率

市の借金のほか関係法人等まで含めて市が将来支
払わなければならない債務を、標準財政規模と比
較したものです。

３５０．０％１５．１％将 来 負 担 比 率

※１ 赤字がないため、実質赤字比率と連結実質赤字比率は「－」と表示しています。
※２ 一般会計と公営墓地、温泉事業、那珂地方公平委員会の３つの特別会計を合わせたものです。
※３ 地方公共団体が標準的に収入されると見込まれる市税などの一般財源の規模を示すものです。

備考経営健全化基準資金不足比率会計名

資金不足比率は、公営企業会
計ごとの資金不足を、公営企
業の事業規模である料金収入
の規模と比較した比率です。

２０．０％

－上 水 道 事 業 会 計

－公共下水道事業特別会計

－農業集落排水事業特別会計

－戸別浄化槽整備事業特別会計

－宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計

資金不足額がないため、資金不足比率は「－」と表示しています。

汚 甥遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠遠資金不足比率



広報　常陸大宮　　　　平成３０年１０月号８

９月の敬老の日にあたり、市長と副市長が１００歳以上のご長寿の皆さんを訪問し市及び市社会福祉協議会から
のお祝い金や記念品を贈りました。今年度１００歳を迎えられる方には、内閣総理大臣からの褒状・記念品、県知事
からのメッセージを贈り長寿をお祝いしました。今年度、１００歳以上を迎える方は４９人（男性１１人、女性３８人）で
す。１０月１日現在、１００歳以上を迎えられている方は３６人です。下記の名簿は、平成３０年度中に１００歳以上を迎え
る皆さんです。

長 寿 を お 祝 い し ま し た長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長 寿寿寿寿寿寿寿寿寿寿寿寿寿寿寿寿寿寿寿寿 をををををををををををををををををををを おおおおおおおおおおおおおおおおおおおお 祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝 いいいいいいいいいいいいいいいいい しししししししししししししししししし ままままままままままままままままままま しししししししししししししししししし たたたたたたたたたたたたたたたたたたたた長 寿 を お 祝 い し ま し た長 寿 を お 祝 い し ま し た

氏　　名（住所）年齢氏　　名（住所）年齢

（東　　野）沢　畑　清　子１００（檜　　山）青　山　キクノ１０５

（上 小 瀬 ）栗　田　生　子１００（栄　　町）原　　　花　子１０４

（西 野 内 ） 　澤　 　子１００（鷹　　巣）大　森　き　わ１０３

（下 小 瀬 ）五位渕　　　 惇 
あつし

１００（山　　方）内　田　ふ　ち１０３

（小　　野）佐　藤　ナミ子１００（若　　林）立　原　は　つ１０３

（野　　上）遠　藤　け　さ１００（上　　町）髙　橋　保　夫１０３

（野　　上）川野辺　も　と１００（中　　居）蓮　田　フミノ１０３

（小　　舟）内　田　さわい１００（上 小 瀬 ）郡　司　　　信１０２

（富　　岡）永　田　 　子１００（高 渡 町 ）大　賀　残　米１０２

（西 野 内 ）木　村　きみゑ９９（ ノ 口 ）野　澤　ひ　て１０１

（抽ヶ台町）秋　山　亀　 ９９（長　　沢）鈴　木　ハ　マ１０１

（　 　 ）櫻　井　ち　よ９９（家 和 楽 ）神　長　政　雄１０１

（鷲　　子）内　田　ア　イ９９（西 野 内 ）木　村　みつい１０１

（鷹　　巣）森　田　雪　子９９（長　　倉）川　﨑　はやの１０１

（ ノ 口 ）本　橋　や　い９９（若　　林）長　山　よし １０１

（北 富 田 ）堀　江　の　ふ９９（野　　上）小　口　シ　マ１０１

（北 塩 子 ）軍　司　みさを９９（　 　 ）樋　田　し　ん１０１

（山　　方）小河原　　　 諶 
じ ん

９９（　 　 ）河　西　ス　ヱ１０１

（小　　貫）木　村　 　子９９（栄　　町）関　　　光之進１０１

（東　　野）鈴　木　ハ　ル９９（小　　野）萓　森　カ　ネ１０１

（中 富 町 ）小木津　ち　よ９９（西 野 内 ）堀　江　しつゑ１００
＊掲載を希望されない方の氏名は掲載していません。

▲内田　アイさん

▲小河原　諶さん

▲本橋　やいさん

▲鈴木　ハルさん

▲堀江　のふさん

▲小木津　ちよさん

▲軍司　みさをさん

▲五位渕　惇さん

▲遠藤　けささん

▲永田　 子さん

▲秋山　亀 さん

平成３０年１０月１日現在（敬称略）
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広報　常陸大宮　　　　平成３０年１０月号９

山方地域で約１．２ヘクタールのブルーベリー観光
農園を営む小口弘之さんが、安全に育てられたこと
を県が証明する農業生産工程管理（GAP）制度で、第
１号の認証を取得しました。現在、個人での認証は
小口さん１人です。小口さんに県GAP認証を受け
るきっかけなどをインタビューしました。
■県GAP認証を取得しようと思ったきっかけ
様々な場所に出展していろいろな方と話すたび

に、どんな公的認証を受けているかと聞かれること
が多くなってきました。ちょうどその頃、JA中央会
から県GAPの案内を頂き、県北のこの地域で、第１
号の認証を得ることに大きな意義を感じたので、思
い切って認証の申込みをしました。
認証を受けるためには、膨大な書類の提出が求め

られます。まず、過去２年分の作業記録の提出があ
ります。作業の記録は毎日付けていたので問題なく
提出することが出来ました。ほかにも提出や開示す
る書類が非常に多く書類の作成に苦労しました。ま
た、土壌のチェック、作業所の場所や衛生管理、農
薬の安全対策の記録など多くの項目が採点されまし
た。審査を受けるに当たって不明な点は、普及セン
ターの協力を頂き準備を進めました。
■認証を得てさらなる展開を
農業をビジネスにするためには、このような公的

認証を得ることがひとつの価値観、当たり前の時代
になってくると感じています。私は以前からブルー
ベリーを栽培して売るだけではなく、６次産業化を
目指してきました。この県GAP認証を受けて初め
て加工品などを軌道に乗せるスタートラインに立て
たと思っています。経営する農園も、３年連続で
１，０００人を超えるお客様に来園して頂き、都市部か
らの交流人口の増加、栽培するブルーベリーのブラ
ンド化に繋がったと思っています。

県県ＧＡＰ ＧＡＰ 認証第１号認証第１号　小口 弘之さ小口　弘之さんん（ブルーベリー観光農園経営（ブルーベリー観光農園経営））
ギャップ8/22

■常陸大宮高校生とともに
２０１５年、農園の一角に常陸大宮高校ファームを造
り、高校生と一緒に農業に取り組んでいます。常陸
大宮高校ファームでは、高校生がブルーベリーの木
の手入れや摘み取り、そして収穫したブルーベリー
を使用して６次産業化を勉強しています。昨年は、
常陸大宮高校商業科が設立した HIOKO ホールディ

 ひ　お　こ 

ングス株式会社の生徒が「ブルーベリーグラッセ」
を商品として開発し、自分たちで原価計算、パッ
ケージデザイン、販売までの全ての作業を行いまし
た。社会人になる前の高校時代に地元産業に関わ
り、そこから６次産業化を学ぶことが重要だと強く
感じています。今、生徒たちは新たな商品を開発し
ていて来年の販売を目指しています。
■６次産業化・農園内にカフェを併設
２０１６年、農園内にカフェを併設しました。カフェ
を開いたのは、以前からの妻の夢でもあり、６次産
業化の形のひとつでもあったからです。今は妻と一
緒に農園とカフェを切り盛りし、ブルーベリーで農
園を年間フル稼働させる体制を整えました。
■GAP認証を得ようと考えている皆さんへ
これからの農業は、誰に作物や商品を購入しても

らうのか、視線を市場に向けてみることが大切なの
ではないでしょうか。自身の農園でも、県GAP認証
という付加価値を得て、来年からブルーベリーの加
工品に力を入れていく予定です。市内の皆さんと一
緒に県北地域を盛り上げていければと思います。

▲ブルーベリー観光農園

▲小口夫妻。農園カフェのデッキにて

GAPとは、Good Agricultural Practiceの頭文字。農
業において、食品安全、環境保全、労働安全等の持
続可能性を確保するための生産工程管理の取り組
み。（出典：農林水産省）
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市では、人口減少と高齢化の進む集落の維持・活
性化を図るため、高齢化率が４０％以上となっている
地区に、集落支援員を設置しています。
第５期の集落支援員として９月１日付けで３２人の
皆さんに委嘱しました。
集落支援員は、現状を把握するために地区を巡回
し、行政などの関係機関とのパイプ役となり活動を
していきます。

集落の維持・活性化を支援集落の維持・活性化を支援集落の維持・活性化を支援
第４期までの設置地区でも、地区の維持・活性化

に引き続き取り組んでいます。
今後も地区が抱える課題等を広く把握し、様々な

視点で支援活動を展開していきますので、皆さんの
ご支援ご協力をお願いします。

▲代表して委嘱状交付を受ける栗田稔さん ▲会議の様子

■問い合わせ■
　地域創生課　地域創生企画室
　☎５２ - １１１１（内線３８３）

支援員地　　区支援員地　　区支援員地　　区

皆　川　　　孝油 河 内吉　成　　　猛家 和 楽栗　田　　　稔塩 原

桑　名　輝　美小 松海老根　　　裕長 田小　林　勝　男
小 場

関　　　　　忠吉 丸相　田　満　成氷 之 沢五　町　義　徳

小　林　　　守入 本 郷桑　名　　　繁下檜沢第１横　山　正　美西 塩 子

岸　本　　　薫門 井鈴　木　　　清上 檜 沢木　村　義　美大宮照田

青　木　喜　一下伊勢畑河　西　京　子高部第１木　村　孝　 舟 生

瀧　田　利　男上伊勢畑河　野　種　美高部第２堀　江　敏　夫諸 沢 西

國　安　惠　子檜 山塩　澤　浩　行那 賀大　森　和　子諸 沢 東

古田土　栄　一野 田三　村　喜久男下小瀬・小玉渡　邊　栄　子照 山

堀　江　一　郎秋田・中居田　澤　佳　治大 岩戸井田　清　美盛 金

山　口　仁　司小 舟大　森　　　明久 隆

（敬称略）
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夏休み期間の８月１日～２４日、大宮・御前山公民館で「夏休み子ども体験講座」を実施しました。この取り組
みは今年で４年目になりますが、市内全域から小学生延べ１５５人が参加し、１８講座・２２団体の協力を得て、生涯学
習や伝統文化などさまざまな体験をすることができました。

夏休み子ども体験講座を開催夏休み子ども体験講座を開催夏休み子ども体験講座を開催

＜体験した感想＞＜体験した感想＞

・他の学校の友達ができて嬉しかった。　　　　　　　　　　　　　
・難しいところなど先生がとても分かりやすく教えてくれた。
・夏休みに楽しい思い出ができた。

・家や学校ではなかなかできない体験ができて楽しかった。また来年もやりたい。
・他の学校の友達ができて嬉しかった。　　　　　　　　　　　　　
・難しいところなど先生がとても分かりやすく教えてくれた。
・夏休みに楽しい思い出ができた。

い。い。。い。

書道（大宮）

草木染め（大宮）

茶道（大宮）

～協力文化協会団体～
大宮手編みクラブ・草木染めクラブ・茨城楽柊会・大宮将棋会・ヨーガクラブ・津軽三味線・江戸千家茶道教室
池坊菊池社中・パッチワーククラブ・池坊中﨑社中・常陸大宮吹奏楽団・表千家茶道教室・ひまわりクラブ
常陸大宮きりえクラブ羽金堂本部・きりえ愛好会・竹の子クラブ・大正琴薫風・サロン花工房・コスモスの会
書道クラブ・書道第２クラブ・御前山ソーRAN

ヨーガ（大宮）

生け花（大宮）

きり絵（大宮）

よさこい（御前山）

パッチワーク（大宮）

民謡・民舞（大宮）
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大宮公民館大ホールで、陶芸家の菊地弘さんを
講師に迎え、陶芸体験講座を開講しました。
市文化協会に加盟している陶芸クラブの皆さん
のご協力を頂き、市内の小学生３５人が参加。国の
重要文化財に指定された「泉坂下遺跡」について
講話を交えながら、お面を作成しました。粘土の
扱い方や顔のパーツの付け方など、講師の話に真
剣に耳を傾けていました。

泉坂下遺跡に学泉坂下遺跡に学ぶぶ
陶芸体験講陶芸体験講座座8/22

▲どんなお面が出来たかな？ ▲市の歴史に関する貴重な講演をいただきました

市史編さん事業の調査内容を市民の皆さんに紹介する
ため、新たに常陸大宮市史セミナーを開講しました。第
１回目の講座では、市史編さん委員長である茨城大学の
高橋修教授から、岩瀬地区に伝承が残る鎌倉武士・岩瀬
与一太郎の実像に迫る講演をいただきました。講座には
市内外から１３０人を越える方々が来場し、大変盛況とな
りました。
次回は来年１月、市内の城跡に関する講座を予定して

います。

常陸大宮市史セミナ常陸大宮市史セミナーー
「古代・中世の常陸大宮「古代・中世の常陸大宮」」8/25

▲小瀬富士山頂で記念撮影

市のお宝発見事業の第２回を、３２人の参加のもと
実施しました。
午前は、緒川地域の小瀬富士および小舟富士にお
いてトレッキングを行いました。参加者たちは慣れ
ない山道に四苦八苦していましたが、講師の指示を
よく聞いて行動し、無事山頂にたどり着くことがで
きました。小舟富士山頂からは緒川地域の風景だけ
でなく、遠くに茨城県庁も見ることができ、参加者
たちの驚いた様子がうかがえました。

お宝発お宝発見見9/16

午後は、緒川総合センターに向かい、苔玉づくり
を体験しました。講師の方の実演を見ながら、苔に
丁寧にテグスを巻いて自分だけの苔玉を作り上げて
いきました。
参加者は今回の体験

を通して、市の貴重な
風景を心に刻み、さら
に園芸について理解を
深めました。

ボランティアの声

今回、初めてお宝発見事業
に参加しました。トレッキン
グは、子どもたちと楽しくお
話しながら登り学生が逆に元
気をもらっていました。無事
に登頂することができ、誰一
人として怪我がなく終えるこ
とができました。とても貴重
な経験になりました。

茨城大学2年
子どもふれあい隊

岡部　千絵子
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お化け南瓜コンテスト（主催：かざぐるま出荷会）
が、緒川物産センターかざぐるまで開催されまし
た。今年の猛暑の影響を受けて、出展数と重量の部
では記録が去年には及びませんでしたが、生産者の
皆さんの愛情がこもった南瓜がずらりと並びまし
た。重量部門で優勝したのは、大串昇一さんの
７７．１５Kg。イケメン部門は、圷四郎さん、ユーモア
部門は、長山とみさんが優勝しました。
出展された南瓜は、東京夢の島熱帯植物館などで
展示されます。

第10第10回回
お化け南お化け南瓜瓜コンテスコンテストト9/17

 檜  山  地  区  谷  津  坪 にある御前山ビオトープで御前山
ひ やま ち く や つ ぼ

中学校１年生１９人が参加して自然観察会（主催：御
前山ダム環境センター）が開かれました。生徒たち
は、虫取り網を使って昆虫や水生生物などを採集。
生物多様性センターの佐々木泰弘さんから、採集し
た昆虫などの特性や環境について学んだ後、初めて
見る虫などをじっと観察して、観察ノートにまとめ
ていました。御前山ダム環境センターの青山民雄代
表は、「身近にある自然を子ども時代に体験させて
あげたい。市内の小中学校にも自然観察会を広げた
い」と話していました。

御前山中学生御前山中学生がが課外授業課外授業9/19

▲お化け南瓜の海のようです
▲みんなで記念撮影

県立小瀬高校で、連携型中高一貫教育の生徒交流
事業のひとつとして、第７回ふれあいキャンパスが
行われました。明峰中学校、御前山中学校、小瀬高
校の全校生徒が参加。中学生は、希望する科目に高
校生と一緒に参加しました。高校生が中学生のサ
ポートをしたり、学校を越えた中学生同士で勉強を
教え合ったり、和やかな授業となりました。参加し
た中学生は、「とても楽しかった。」と笑顔で感想を
述べていました。

ふれあふれあいいキャンパキャンパスス9/20

▲育児の大変さ楽しさについても学びました
▲水の分子模型を作りました

第二中学校３年２組の生徒が、家庭科の授業の一環
で、生後３～４か月の赤ちゃんと触れ合いました。
普段赤ちゃんと触れ合う機会のない生徒も赤ちゃ

んを抱いたりあやしたり、触れ合うことを通して命
の尊さを学ぶことができました。
先生は「この体験で命について考え、自分も友達

も大切にすることを知ってほしい」と話していまし
た。次回は１０月に３年１組、１２月に３年３組の生徒
が赤ちゃんふれあい体験を行います。

赤ちゃ赤ちゃんん触れ合触れ合いい
体験学体験学習習9/20
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花立自然公園で、第２８回花立山星まつりが開催
されました。小学生星まつりポスターコンクール
の表彰式が行われた後、美スターや天体望遠鏡か
ら星を眺める体験や手作り望遠鏡教室が開かれ、
たくさんの子ども達が星や惑星などに親しみまし
た。

花立花立山山星まつ星まつりり9/22

▲美和地域のマスコットキャラクター「スタッピー」
も大人気

▲ラフティングボードを楽しむ参加者

◆「ハッピー子育て」◆◆「ハッピー子育て」◆
子育て応援サイト

　「ハッピー子育て」には、市の行政サービス
情報や子どもの緊急時の連絡先、子育て関連
施設・窓口など、子育てに必要な情報がいっ
ぱい！WEB サイトは「常陸大宮市ハッピー
子育て」で検索、または市ホームページの
バナーから、アプリは下記のコードからダウン
ロードしてください。

2012(c)ASUKOE Partners, Inc.

App Store から
ダウンロード

Google Play から
ダウンロード

子育て応援アプリ配信中！

県立小瀬高校で生徒を対象に、行政相談委員によ
る出前教室が開講されました。
はじめに、行政相談について説明があり、その後、
グループに分かれてワークショップを行いました。
ワークショップでは、日常生活で困っていること
などを出し合い、最後に発表をしました。
生徒たちは、身近に相談できる相手がいるという
行政相談制度を知った良い機会になったようです。

行政相行政相談談出前教出前教室室9/25

▲ワークショップで発表する生徒

常陸大宮市と城里町で設立する御前山・那珂川広域
連携協議会主催の「カヌーフェスティバル２０１８」が、
昨年に引き続き開催されました。１３１人の参加者が、
那珂川の川面をわたる心地よい風を感じながら、カ
ヌーやラフティングボートを楽しむ姿が見られまし
た。１１月２４日（土）にも第２弾が予定されています。詳
しくは市ホームページをご覧ください。

那珂那珂川川
カヌーフェスティバカヌーフェスティバルル201820189/23



まちのできごと

広報　常陸大宮　　　　平成３０年１０月号１５

辰ノ口消防広場で、第６９回茨城県消防ポンプ操法
競技大会県北地区大会が開催されました。当日は台
風２４号の影響を受け雨が断続的に降る中、９市町村
から参加があり、各市町村の大会を勝ち上がってき
た消防団の精鋭たちが、日頃の訓練の成果を発揮す
べく、一挙手一投足に気を配り競技に取り組んでい
ました。
ポンプ車操法の部で優勝したのは、本市から出場

した第１６分団（御前山地域）、小型ポンプ操法の部の
優勝は大子町でした。
また、小型ポンプ操法の部では、本市から出場し

消防ポンプ操消防ポンプ操法法競技大会県北地区大競技大会県北地区大会会9/30

た第１１分団（美和地域）が準優勝しました。
ポンプ車操法の部優勝の本市第１６分団は、１１月１７

日に茨城県立消防学校で行われる自治体消防制度７０
周年記念茨城県消防ポンプ操法競技大会中央大会に
出場します。
○市消防団では、随時団員を募集しています。年齢
１８歳以上で本市に居住または勤務している方な
ら、男女を問わず入団出来ます。詳しくは、消防
本部総務課までお問い合わせください。（☎５３ - 
１１５２）

▲ポンプ車操法の部優勝の第１６分団 ▲小型ポンプ操法の部準優勝の第11分団

平成３０年第３回常陸大宮市議会定例会が開会されました。この定例会では、次の議案（市長提出議案）の審議
が行われ、それぞれ認定、同意及び可決されました。
平成２９年度決算
○常陸大宮市一般会計歳入歳出決算・特別会計（１０会計）歳入歳出決算の認定について
○常陸大宮市上水道事業会計利益の処分及び決算の認定について

条　　例
〇常陸大宮市税条例等の一部を改正する条例

平成３０年度補正予算
○常陸大宮市一般会計補正予算・特別会計（５会計）補正予算

その他
○工事請負契約の締結について（辰ノ口橋橋梁耐震補強工事、デジタル防災行政無線システム（同報系）整備
工事）

○公平委員会委員の任命について
　石﨑　道夫さん、檜山　英夫さん、武田　隆志さん

市議市議会会定例定例会会9/4～21
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■問い合わせ■
　いきいき茨城ゆめ国体常陸大宮市実行委員会事務局
　（常陸大宮市教育委員会文化スポーツ課国体準備室内）
　TEL　０２９５‐５３‐６５０１　FAX　０２９５‐５３‐６５０２

○花いっぱい運動～市内に花を飾りました～
　国体に向けて市内の小学校５校（山方小、山方南
小、美和小、緒川小、御前山小）に花の試行栽培を
していただき、道の駅や温泉施設など１０か所に飾花
しました。プランターには、小学生からの応援メッ
セージが書かれていますので、お立ち寄りの際はぜ
ひご覧ください。

○国体開催１年前イベント
　第７４回国民体育大会（いきいき茨城ゆめ国体）な
ぎなた競技会の開催１年前イベントが道の駅常陸大
宮～かわプラザ～で開催されました。市なぎなた連
盟の子ども達によるリズムなぎなたの披露、東洋大
学附属牛久高校のダンスパフォーマンスが行われ
オープニングを彩りました。続いて、常陸大宮高校
工業科の生徒の皆さんが制作したカウントダウン
ボードの除幕式や福井国体に出場するなぎなた選手
の壮行会が行われました。最後は、茨城国体のイ
メージソングを歌う磯山純さんのミニコンサートが
行われ、当日降っていた雨も吹き飛ばす盛り上がり
で国体をPRしてくださいました。
　制作されたカウントダウンボードは、道の駅常陸
大宮、常陸大宮市役所、西部総合公園体育館に設置
されています。

▲リズムなぎなたを披露する市なぎなた連盟の皆
さん

美和ふるさと祭り
　美和運動公園で美和ふ
るさと祭りが開催され、
ひたまると一緒にオープ
ニングセレモニーに参加
しました。ステージで
は、茨城県なぎなた連盟
の国体強化選手による
「リズムなぎなた」が披露
され、イベントを盛り上
げました。

8/11

いいいいいいいいいいいいいいいいばばばばばばばばばばばばばばばばララララララララララララララララッッッッッッッッッッッッッッッッキキキキキキキキキキキキキキキキーーーーーーーーーーーーーーーーががががががががががががががががゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆいばラッキーがゆくくくくくくくくくくくくくくくくく ～～～～～～～～～～～～～～～～国国国国国国国国国国国国国国国国体体体体体体体体体体体体体体体体PPPPPPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRRRRRR作作作作作作作作作作作作作作作作戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦～～～～～～～～～～～～～～～～～国体PR作戦～

市民球技大会
　西部総合公園体育館で
常陸大宮市市民球技大会
が開催され、いばラッ
キーは開会式に参加しま
した。会場では、オリジ
ナルうちわを配布し、選
手のみなさんを応援しま
した。

8/25

あきないまつり
　大宮小学校グランドで
あきないまつりが開催さ
れ、国体をPRしました。
グランドでは、市なぎな
た連盟の子どもたちとい
ばラッキーで「リズムな
ぎなた」を披露しました。

▲道の駅みわ北斗星に飾られた花

▲カウントダウンボードを制作した常陸大宮高校生

8/19
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がゆく
５月からスタートした、和綿を育て、はんてんを作る教室

の開催を目指す「ほわもく」活動も、現在は綿の収穫に大忙
しです。綿は５月頭に種まきし、７月末頃から花が咲き始
め、受粉すると青い実が膨らみ、その実が弾けて中から白い
綿が出てきます。綿が充分に弾けてふわふわになった頃に収
穫します。現在綿は高さが１００～１４０cm程で、実が弾けてい
るものもたくさんあり、花が咲いているものや実を付けてい
るものもたくさんあります。これまでに約６kgの綿が採れ
ているのですが、霜の降りる１１月末まで採れるそうなのでか
なりの収穫が見込めそうです。

今は綿について勉強中で、インド独立の父であるガンジー
が独立運動の一つとして糸を紡いで自分の服となる布を織る
ことの重要性を訴えていたことを知りました。ガンジーの唱
えた独立は単にイギリス支配からの独立ではなく、近代機械
文明が生産効率重視の経済社会を作り出し、人が労働なしに
は生きられない世界になっていくことを見据え、「自分の生
活の主権を取り戻す」という意味で経済勢力からの独立を訴
えたのです。私もこの活動を通して、小さなことではありま
すが自ら生きるに必要なことを少しずつ作りだしていけるよ
うになろうと思います。▲和綿

平平成３０年度常陸大宮市民球技大平成３０年度常陸大宮市民球技大会会 第第９回常陸大宮市近郊中学校剣道大第９回常陸大宮市近郊中学校剣道大会会

開 催 日：平成３０年８月１９日（日）
主 催：一般財団法人常陸大宮市体育協会
会 場：西部総合公園体育館多目的グラウンド

緒川運動公園多目的グラウンド
参加チーム：ソフトボールの部１２チーム

バレーボールの部７チーム

チーム名
上野体協・川西クラブＡブロック優秀賞
山方体協Ｂブロック優秀賞
世喜体協Ｃブロック優秀賞

ソフトボールの部

チーム名
上野体協Ａブロック優秀賞
村石体協バレーボール部Ｂブロック優秀賞

バレーボールの部

開 催 日：平成３０年９月１６日（日）
主 催：一般財団法人常陸大宮市体育協会
会 場：西部総合公園体育館
参加チーム：男子２６チーム

女子２１チーム

ひたちなか市立勝田第二中学校Ａ優 勝
金砂郷中学校準優勝
常陸大宮市立大宮中学校Ａ

第3位
水戸市立石川中学校Ａ

男子の部

那珂市立第三中学校Ａ優 勝
笠間市立岩間中学校準優勝
東海村立東海中学校Ａ

第3位
水戸市立石川中学校Ａ

女子の部
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各種トレーニン各種トレーニンググ

人間の筋肉には、運動をするための筋肉の他に、正
しい姿勢を保ったり、バランスを崩さないようにする
ための筋肉があります。これらは、いわゆるインナー
マッスルと言われるもので、健康的に日常生活を送る
のに欠かせない筋肉です。普段は目に見えない筋肉で
すので、あえて意識しないと鍛えにくい部分です。分
かりやすい例ですと、片足立ちした時にバランスを崩
します。崩れたバランスを元に戻そうとする力がイン
ナーマッスルの役目です。教室では、入念なストレッ
チから始まり、ドローイン、プレスドローイン等の基
礎から、毎回数種類のメニューを行います。回を重ね
ると、ハードなメニューもありますが、参加者の皆さ
まは元気に取り組んでいます。体幹トレーニングはス
ポーツだけでなく、健康維持、日常生活にも役に立つ
トレーニングです。

体幹トレーニングがインナーマッスルと言う目に見
えない筋肉を鍛えるのに対して、筋力トレーニングは
アウターマッスル、目に見える筋肉を鍛えるトレーニ
ングです。筋トレと言うと、ボディービルやマッチョ
なイメージを思い浮かべるかもしれませんが、筋力を
つけることによって、基礎代謝が上がり、脂肪の燃焼
効率が良くなります。つまり、ダイエットにも効果が
あるという事です。教室ではスポーツクラブひたまる
２５活動拠点の旧大場小学校に設置してある器具（ダン
ベル、バーベル等）を使って、胸、腕、肩、背中、脚
の部位ごとに各部位３種目、合計１５種目の筋トレを覚
えることが出来ます。女性の参加者も多く、最初はダ
ンベルやバーベルを見るのも触れるのも初めてだった
のが、教室最終日にはきれいなフォームで筋トレが出
来るようになっています。器具を使用したトレーニン
グは、思わぬ事故が起きることがあります。指導者の
下、正しいフォームで安全に行う事が大切です。

体幹トレーニング
・コアトレーニング前後のストレッチも効きます。自
宅でも続けていこうと思います。（５０代男性）

・コアトレーニングはバレーボールやスケートボード
等、他のスポーツをするときにも有効です。（４０代
女性）

・以前は、平坦な廊下でさえつまずくことがありまし
た。階段の上り下りも以前と違う感じです。自分な
りに継続は力なりと思い教室を続けています。コア
トレーニングの基礎となる呼吸法から、段階を踏ん
で丁寧に指導してくれます。先生も笑顔さわやかで
す。（６０代女性）

筋力トレーニング
・筋トレがこんなに楽しいとは。筋肉痛がクセになり
ます。（５０代男性）

・代謝アップして、食事もおいしくたくさん食べられ
ます。（４０代女性）

・筋トレ教室では腕、肩、胸、足、背中などの各部位
のトレーニングを丁寧に教えていただいているの
で、とても楽しく参加しています。（５０代女性）

■問い合わせ■
スポーツクラブひたまる２５ ☎５５‐９６６６

FAX５５‐９６６７

体幹トレーニング

筋力トレーニング

教室参加者の声

※体幹とトレーニング（コアトレ）教室と筋力ト
レーニング（筋トレ）教室の第３期を開催予定
です。詳細は、後日発行するお知らせ版でご確
認ください。

ススポーツクラブひたまる２５では、体幹トレーニングと筋力トレーニングを定スポーツクラブひたまる２５では、体幹トレーニングと筋力トレーニングを定期期的に開催しています。的に開催しています。

講師からアドバイス

・体幹トレーニング
少しずつレベルアップするので安心してご参加くだ
さい。普段使わない筋肉を刺激するので、良い意味
で笑顔になれます。

・筋力トレーニング
段々筋肉痛が心地よくなります。女性の参加者も多
いのでお気軽にどうぞ。
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vol.52 ～職員リレートーク～～～職員のつぶやき職員のつぶやき

ＮＰＯ法人ろごす腹話術研究会／ねばり三心会の春風ねばりです。
当会は「腹話術の技と心」を学び、人形とのお話を通して、愛と感謝
と奉仕の心を育てることを目的としています。発声法など、基本の技を
学び、自作台本作りをして練習しています。現在会員１２人。依頼に応じ
て、学校、幼稚園、保育園、図書館、子ども病院、各種施設、高齢者施
設、交通巡回指導、教会、イベント等に出向きます。
腹話術は誰にでも出来る面白いものです。多くの場で笑顔と喜びの声
を聞かせて頂いています。興味のある方は是非御一緒にいかがですか。
月に１度第２土曜日９時３０分から常陸大宮チャペル（田子内町）で練習
会をしています。初心者大歓迎！全てお教えします。

○ひたまる先生ワークショップ開催のお知らせ
ひたまる先生会に登録された先生たちの講座を体験できる、ワークショップを１２月２日（日）に山方
農林漁家高齢者センターで開催します！ぜひご参加ください。

■問い合わせ■ ☎５３‐４５０８▲春風ねばりさんとお人形の伸介くん

※順不同

常陸農業協同組合様
奥久慈の恵うまかっぺ米 ４００Kg

＜学校給食へ＞

医療保険課の藤田晶子です。
私の主な業務は、75歳のお誕
生日を迎えられた皆さんに対す
る後期高齢者医療被保険者証の
交付や各種申請の受付です。初
めての社会人で分からないこと
も多く、先輩方に支えられて今
があると感じる毎日です。市民
の方の様々な要望に応えていけ
るよう日々勉強していきたいと
思いますので、どうぞよろしく
お願いします。

医療保険課の堀江正悟です。
私の主な仕事は国民健康保険の

資格に関する各種申請の受付・管
理業務です。窓口に一番近く、国
民健康保険事業の円滑な運営のた
めに重要な役割だと感じてい
ます。
まだまだ未熟者ですが、市民の

皆さんの役に立てるよう、先輩の
指導を受けながら日々成長してい
きたいと思いますので、どうぞよ
ろしくお願いいたします。

▲左から藤田さん、堀江さん

＜社会福祉協議会へ＞

まほろば音楽祭実行委員会様 ２３，０６２円
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自己紹介
私の専門は、中世の城と都市の考古学です。
現在は筑波山麓の桜川市に勤め、国指定史跡・真壁
城跡の発掘と復元整備を担当しています。小野地区出
身（旧大宮町・昭和４８年生）ですので、故郷に恩返し
ができるよう頑張ります。
中世遺跡は４００年～８００年も前のものですが、日常の
風景の中に意外と残っています。考古資料や歴史の風
景の魅力を、市民のみなさんと発見し、体験をともに
しながら、未来に伝えたいと思います。
では、現在の調査を少し紹介しましょう。

城と城下町の調査 －中世のまちづくり－
中世の城は、曲輪（くるわ）という兵隊の駐屯地の
なかに、櫓、門、塀、兵舎等を建てた軍事施設です。外
周は土塁（どるい・大きな土手）、堀（ほり・大溝）、
切岸（きりぎし・ガケ）等を作って守りました。
調査では、城の形とともに、自然地形や城下町も観
察して、まちづくりの全体像を調べています。
例として、長倉城跡（御前山地区・長倉）をみてみ
ましょう。長倉城は鎌倉時代の文保元年（１３１７）築城
を伝え、戦いを多く経験した「歴戦の山城」です。

中世の城、城下町、黄金伝説

考古部会専門調査員 宇留野 主税
（桜川市教育委員会生涯学習課副主査）

「御本城山」と呼ばれる城跡は、長倉地内北部山地の
一角にあり、「長倉宿」は中世城下町が起源です（『館
と宿の中世』常陸大宮市２００９年刊行）。
左図は長倉城と城下町を囲む自然地形。北・西は山

と谷、南は那珂川、東は谷と大沢川と低地です。図１
の灰色部分は、城の堀や切岸のような役目を果たす地
形です。長倉城と城下町は、この地形を利用して、広
い範囲を一体的に守り、敵を防いでいます。
中世の城を中心とするまちづくりは、城と「城のよ

うな自然地形」を組み合わせて安全を保障し、城下町
の発展につなげました。中世のまちづくりの知恵につ
いて、市内各地から学びたいと思います。

黄金伝説！？ －金地名と伝承地－
常陸大宮市は、金をとったという伝承が各地にあり

ます。特に久慈川や玉川沿いは「金堀」等の地名や金
採掘伝承が多いようです。
これらの伝承地は、①砂金をとった場所、②金鉱石

を掘る金山（山方地区・久隆地内）、③金鉱石を集める
拠点（美和地区・上檜沢地内）などです。今後は、産
金や地域交流の実態などを調査します。

■問い合わせ■
文化スポーツ課
文化・スポーツグループ ☎52‐1111（内線344）

▲長倉城と城下町、高低差の大きい自然地形（灰色）
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今回のテーマは「血圧」です。140以上／90以上は高血圧です。

動脈硬化動脈硬化にに！動脈硬化に！動脈硬化に！

高血圧が続くことで血管の壁は
ダメージを受け、硬くもろくなる
と血液の流れが悪くなります。

猿高血圧と脳血管疾患（脳卒中）の関係猿

脳の血管で動脈硬化が起きると血管が詰まる、
（脳梗塞）

切れるなどの脳血管疾患（脳卒中）が起きやすくなります。
（脳出血）

要介護状態になる要因の第1位は脳血管疾患です。

猿高血圧と腎臓の関係猿

腎臓は髪の毛よりも細い血管の集まりなのでとても傷つきやすい臓器です。高血圧で腎臓の血管の動
脈硬化が進み、腎臓の働きが悪くなると透析が必要になります。

保健師・管理栄養士による個別相談も行っています。健診の結果で気になることがありましたら、い
つでもご相談ください。毎週木曜日の午前中に健康相談を実施しています。どなたでも相談できますの
で、健診結果を持ってお越しください。

健康寿命を延ばすために、高血圧の予防・改善が重要です。

＜常陸大宮市の透析になる人の特徴＞

透析になった原因

糖尿病性腎症 腎硬化症 糸球体腎炎 その他

0 20 40 60 80 100

D市

C市

B市

A市

％

常陸大宮市

高血圧が原因で
腎硬化症が起こり
透析につながります



広報 常陸大宮 平成３０年１０月号２２

【地蔵様と猫供養にこめられた願い】
写真２のように、地蔵様にはお菓子の包みと、蝋燭、

ろう そく

両脇に灯籠が奉納されています。地蔵様にかけられて
いる赤い帽子や前掛けは、法性寺の女性達が子どもや
孫の安産祈願で奉納してきたものだそうです。
法性寺には最近までこの地蔵様を拝する子安講が毎

月２３日にあったそうです。地蔵様の脇にある猫供養と
呼ぶＹ字の塔婆（ザクマタ、犬供養とも呼び、法性寺
では現在はＹ字の塔婆を線刻した石塔が奉納されてい
る）には「奉修子安地蔵尊家内安全身体健勝如意圓満
祈修」「南無大師遍照金剛汝畜生獣菩提心」「施主法性
寺 上坪 子安講中」と刻まれ、地域の家内安全と
人々の健康を祈ると同時に、下線部のように動物の供
養もおこなっていることがわかります。地域内での安
全や健康を祈ると同時に、なぜ動物の供養もしたので
しょうか。
いわれは地域によって様々ですが、そのいわれの一

つに、犬や猫は生と死の境にいる動物、あの世に通じ
る動物とされ、その犬や猫といった動物を供養するこ
とで、お産が軽くなることを祈って、Ｙ字の塔婆をた
てたのだと言われています。地蔵様の赤い帽子や前掛
け、猫供養から、妊娠出産という生の営みが、今以上
に死の世界と表裏一体だった時代の女性達が何を願っ
ていたのかが見えてきます。

※桐原彰さんはじめ、法性寺の皆さんに取材のご協力
をいただきました。

〈参考文献〉
大木卓 １９７５年『猫の民俗学』田畑書店
緒川郷土文化研究会 ２０１８年「緒川の祭りや祈りの今
昔」『おがわの文化』第３３号 常陸大宮市緒川郷土文化
研究会
菊池健策 １９７９年「利根川下流域の犬供養」『日本佛教』
第５０・５１号 日本佛教研究会
栗田昇 ２０００年「ふるさとの信仰的年中行事について」
『おがわの文化』第２４号 緒川村郷土文化研究会

■問い合わせ■
文化スポーツ課
文化・スポーツグループ ☎52‐1111（内線344）

法
ほう

性
しょう

寺の地蔵様のお灯籠つけ
じ

下小瀬地区の字法性寺には、石に線彫りした子安地
蔵尊の石像があり、地域の人からは「爪掻き地蔵」と

つめ か

呼ばれ親しまれています。地蔵尊の石仏は、市内でも
いたるところに見られ、墓地の近くの六地蔵、勝

しょう

軍地
ぐん

蔵（江畔寺）、車地蔵（北冨田）、かつて活躍した地元
産婆を讃える地蔵尊もあり、その姿形は多種多様で
す。とくに子安地蔵尊は、如意輪観音と並んで女性の
集まる講で深く信仰されてきました。今回は法性寺の
子安地蔵尊、「法性寺の地蔵様」を紹介していきます。

【法性寺の地蔵様のお灯籠つけ】
法性寺の地蔵様は吉田神社の近くにあります。もと
は別のところにありましたが、元の場所が県有地に
なった影響で平成８年に今のところに移転しました。
また、地蔵様のお灯籠つけの祭日は８月２３日ですが、
今は２３日の前の日曜日に開催されています。平成３０年
は８月１９日に開催されました。
当日に地域総出で地蔵堂周辺の草刈をし、夕方まわ
り宿で当番が回ってくる世話人たちを中心に、堂の前
にブルーシートを敷いて照明の準備をしていると、地
域の人々が集まってきます。各々お菓子の入った包み
を奉納して地蔵様を拝み、宵闇が落ちるなか、照明を
たよりにブルーシートの上でしばし談笑していまし
た。子どもがたくさんいた頃には、花火もして賑やか
な集まりだったそうです。今は地蔵様の両脇にしか灯
籠はありませんが、昔は周囲にも灯籠を下げていたそ
うです。今は電灯を使用しています。世話人が用意し
た煮物やお菓子、お酒、ジュースを飲食して、最後に
は世話人たちが餅のかわりにお菓子を撒いて、人々は
それを拾って解散します。
地蔵様を祀る地蔵講や子安講、三夜講は年々解散や
休止が増えていますが、法性寺では多少の変更を加え
ながら、今も地域で地蔵様のお灯籠つけをしています。

▲写真２ 奉納されたお菓子と地蔵様

▲写真１ 地蔵様の前で歓談する法性寺の人々
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常陸大宮市
HITACHIOMIYA

Twitter
@hitachiomiya_

こちらのQRコードからどうぞ

常陸大宮市
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第146回
FIRE DEPARTMENT HITACHIOMIYA
『常陸大宮市消防本部』 ＦＤＨ

忘れてない？サイフにスマホに火の確認
平成30年度全国統一防火標語

１１月９日の「１１９番の日」は、昭和６２年（１９８７年）に自治省（現総務省）消防庁が制定しました。
今ではなじみの深い「１１９番」という番号ですが、昭和２年からこの番号が使われるようになりました。

それまでは１１２番が緊急電話番号として指定されていましたが、誤った接続が多かったため、当時は地域
番号（局番の第一数字）として使われなかった１１９番が新たな緊急番号として設定されました。

・通報の目的
「火事」または「救急」、どちらかをはっきり伝
える。

・場所はどこか
住所が分かる場合は、市町村名から正確な番地
や階数、部屋番号を伝える。わからない場合は
目印となる建物や電信柱の番地表示、交差点名
を伝える。

・何がどうしたのか
火事の場合は、「住宅から火が出ているのが見
える」など。

・通報者について
通報した本人の名前と電話番号を知らせる。
あとから確認が取れるように、必ず自分の名前
と電話番号を伝える。

１１９番通報の４つのポイント

１１月９日から１１月１５日は「秋の全国火災予防運
動」として、防災意識を高める期間です。

春と秋に行われる全国火災予防運動のルーツは
１９３０年であり、戦前から全国火災予防運動の前身
となる運動がありました。１９５３年に全国火災予防
運動という名前に改められました。

当時は、全国火災予防運動の実施時期は時期に
よりズレがあったと伝えられていますが、１９８９年
以降に全国火災予防運動の時期が定められ、消防
庁や地方公共団体が中心となって様々なイベント
を毎年開催されています。

秋の全国火災予防運動

火災を予防するために

３つの習慣
・寝たばこは、絶対やめる。
・ストーブは、燃えやすいものから離れた位

置で使用する。
・ガスコンロなどのそばを離れるときは、必

ず火を消す。

４つの対策
・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器

を設置する。
・寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐ

ために防災品を使用する。
・火災を小さいうちに消すために、住宅用消

火器などを設置する。
・お年寄りや身体の不自由な人を守るため

に、近隣の協力体制をつくる。
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茨城おとな救急電話相談

看護師等が救急車要請の要否や応急手当アドバイス等を実施し、皆さんの医療相談体制の充実や不要
な救急要請の抑制を目的として１０月１日から開始されています。急な病気で心配なとき、看護師にご相
談ください。

■問い合わせ■ 消防本部 ☎５４‐０１１９

平日 17：30～翌朝 9：00
（月～土曜日）

休日 9：00～翌朝 9：00
（日、祝日、年末年始）

相談は無料です。ただし、通話料は利用者負担となります。

プッシュ回線の固定電話、携帯電話から
短縮ダイヤル

#７１１９
または

０３‐５３６７‐２３６５

煙お知らせ煙

８月２４日に京都市で開催予定だった第４７回全国消防救助技術大会は、台風２０号等の影響により
中止となりました。応援してくださった皆さんに厚く御礼申し上げます。

茨城子ども救急電話相談
子どもの急な病気で心配なときご相談ください。看護師がお答えします。
相談は無料ですが、通話料は利用者負担です。

プッシュ回線の固定電話、携帯電話から
短縮ダイヤル

#８０００
または

０３‐５３６７‐２３６７

平日 17：30～翌朝 9：00
（月～土曜日）

休日 9：00～翌朝 9：00
（日、祝日、年末年始）
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再生紙と植物油インクを
使用しています。

９月２２日（土）に開催された花立山星まつりに、レインボーク
ラブとして、全メンバーのうち仕事の都合がついた７人で参加し
ました。ブラジル、パラグアイ、フィリピン、タイ、日本と多国
籍なメンバー。販売した食べ物は、チョリソー（ハーブウイン
ナー）にサルサソース（トマト味）を掛けたものと、それにトル
ティーヤ（トウモロコシの粉で作った薄いパン）を巻き付けた南
米の料理２種類を販売しました。調理する人、販売する人、盛り
上げる人、それぞれが楽しく担当しました。今回の星まつりだけ
でなく、メンバーみんなで集まってイベントに参加することが楽
しみなので、いつもにぎやかに集まっています。
国籍も言語も習慣も異なるけれど、常陸大宮市に住み、同じ環
境で生活する仲間として友達として、これからも一緒に活動して
いきたいです。

レインボークラブ（鈴木昌子代表）
市内で発足して１５年。主に日系２世、

３世や東南アジア出身の女性で構成。日
常生活の手助けや、各種イベントに参加
して積極的に地域に関わりながら、メン
バーが自己表現する場を設けている。

常陸大宮市の人口
（10月１日現在・推定常住者）

総人口 40,747人 世帯数 16,079世帯
（男 20,098人 女 20,649人）

いきいき茨城ゆめ国体なぎなた競技会
2019年９月29日（日）～

10月１日（火）
西部総合公園体育館
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９月２４日（月）に常磐自動車道友部SA（上）で
行われたワンモアブレイクin友部SAに登場した
ひたまる。県内の各自治体のマスコットキャラク
ターが集まり、茨城県のPRが行われました。ひ
たまるは、観光大使とともにステージに登壇し、
やまがた宿芋煮会のPRやクイズ大会などを開
催！「マシコタツロウさん」「かしま未来（ミコ）
りーな」によるライブショーも行われ、大盛り上
がりのイベントでした。

〈ゆるキャラグランプリ２０１８開催中！〉
１日１票の投票をお願いします！




